
助成先 内容

青 森 養護老人ホーム藤ホーム プロジェクター・ＤＶＤビデオレコーダーなど （１５年度）

岩 手 岩手県社会福祉協議会 Ｌモードシステム （１５年度）

社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 車椅子２台 （１７年度）

七ケ宿町社会福祉協議会 足浴器（ﾚｯｸﾞﾎｯﾄ、加湿式ﾌｯﾄﾊﾞｽ、ﾌｯﾄﾏｯｻｰｼﾞ）　防災用品（卓上型炊飯器、防災かまどｾｯﾄ） （１８年度）

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会（心身障害者通所援護施設） 大型作業台 （１９年度）

社会福祉法人南三陸町社会福祉協議会（歌津デイサービスセンター） エアーコンディショナー （２０年度）

栗原市役所平成20年岩手・宮城内陸地震災害対策本部 岩手・宮城内陸地震義援金 （２０年度）

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会鳴子支所（デイサービスセンター） シャワーチェアー　2台 （２１年度）

社会福祉法人名取市社会福祉協議会 モバイルスクリーン （２１年度）

社会福祉法人大和町社会福祉協議会 ワイヤレスアンプ・ワイヤレスマイクロホン （２２年度）

女川町社会福祉協議会 低床型玉入れセット　ストライクボードセット　お手玉リズム体操　ジャンケンセット （２２年度）

財団法人秋田県災害遺児愛護会 寄付 （１６年度）

秋田県特殊教育学校体育連盟 寄付 （１７年度）

秋田県特殊教育学校体育連盟 寄付 （１８年度）

秋田県特別支援学校体育連盟 寄付 （２０年度）

秋田県特別支援学校体育連盟 寄付 （２１年度）

社会福祉法人立川厚生会特別養護老人ホーム山水園 入所者団欒コーナー・レクリエーション用具 （１５年度）

藤島町老人福祉センター カラーテレビ、ＤＶＤプレーヤーなど （１６年度）

共同作業所たんぽぽハウス(身体障害者知的障害者） 作業用電動ミシン　3台 （１７年度）

特別養護老人ホーム　中山ひまわり荘 チルト車椅子　1台　チルト車椅子スイング　1台 （１７年度）

村山光ホーム コクヨベンチ２台 （１８年度）

特別養護老人ホーム　寿康園 フルリクライニングキャリー、丸洗いクッション （１８年度）

庄内町社会福祉協議会 プラズマテレビ一式 （１８年度）

米沢市立興望館（市児童養護施設） デジタルテレビ （１９年度）

社会福祉法人　尾花沢市社会福祉協議会 集会用テント その他 （２０年度）

天童市のぞみ学園 デジタルハイビジョン液晶テレビ （２０年度）

特別養護老人ホーム　ゆうすい デジタルハイビジョン液晶テレビ （２０年度）

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会羽黒福祉センター 軽スポーツ用具（ポケットボールセット、スマイルゴートボウリング） （２０年度）

社会福祉法人小国福祉会特別養護老人ホームさいわい荘デイサービスセンター 液晶テレビ （２０年度）

特別養護老人ホーム【なの花荘】 プラズマテレビ （２２年度）

山形市漆山デイサービス 折りたたみベッド　2台　クロスメディカルスクリーン　2台　ソファーベッド　2台 （２２年度）

NPO法人すぎのこハウス　分所かねやまハウス 冷暖エアコン　1台　オーブンレンジ　1台　サーキュレーター　1台 （２２年度）

飯豊町介護老人保健施設 業務用加湿器　2台 （２２年度）

特別養護老人ホームかたばみ荘 プロジェクター（スクリーン）一式 （２３年度）

特別養護老人ホーム星ヶ丘ホーム・養護老人ホーム高松ホーム リフティングテーブル・下肢ボードトレイナーなど （１５年度）

養護老人ホーム徳風園千寿荘・高齢者学級ゆめ寺子屋あいづわくわく学園・ケアハウスハーモニーほんごう グラウンド・ゴルフ用具一式 （１６年度）

福島県白河市社会福祉協議会 体力･人体測定器 （１８年度）

新潟県中越沖地震義援金 寄付 （１９年度）

日本赤十字社 新潟県中越地震災害義援金 （１５年度）

日本赤十字社茨城県支部 岩手・宮城内陸地震　寄付 （２０年度）

栃 木 栃木県社会福祉協議会・下野新聞社福祉事業団 寄付 （１５年度）

前橋老人ホーム・養護老人ホーム・養護盲老人ホーム 寄付 （１５年度）

福 島

茨 城

群 馬

宮 城

秋 田

山 形

グラウンド・ゴルフホールインワン基金交付金　都道府県別実施状況（～平成２３年度）

平成２４年３月３１日現在

県名
ホールインワン基金交付金事業

実施年度



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

新潟中越地震義援金 （１６年度）

養護老人ホーム猿ヶ京老人ホーム 寄付 （１７年度）

ケアハウスフジサン渋川 寄付 （１７年度）

養護老人ホーム春日園 寄付 （１８年度）

軽費老人ホーム寿楽園 寄付 （１８年度）

養護老人ホーム東光園 寄付 （１９年度）

軽費老人ホームＡ型榛名春光園 寄付 （１９年度）

養護老人ホーム藤野園 寄付 （２１年度）

軽費老人ホーム愛楽園 寄付 （２１年度）

養護老人ホーム高津戸荘 寄付 （２１年度）

養護老人ホーム鏑泉苑 寄付 （２１年度）

軽費老人ホームフラワータウン 寄付 （２１年度）

軽費老人ホームサンリバー太田 寄付 （２１年度）

日本GG協会 東日本大震災義援金 （２３年度）

日本赤十字社　群馬県支社 義援金 （２３年度）

埼玉県総合リハビリテーションセンター アルミ製ハイローストレッチャー・入浴用車椅子 （１５年度）

児童養護施設上里学園 ぞうさんすべり台・２人乗りブランコ （１７年度）

社会福祉法人愛全会富士見乳児院 オムロンコンプレッサー式吸入器 （１８年度）

社会福祉法人清風会（重症心身障害児施設太陽の園） 小児用ベッド・付属品マットレス （２０年度）

熊谷市社会福祉法人清風会 小児用ベッド・付属品マットレス （２０年度）

児童養護施設雀幸園 液晶テレビ7台 （２１年度）

社会福祉法人恵美寿苑 業務用大型オーブン （２２年度）

千 葉 社会福祉法人千葉県社会福祉協議会 寄付 （２１年度）

東 京 東京都障害者総合スポーツセンター エアロバイク （１５年度）

社会福祉法人新潟県共同募金会 新潟中越地震義援金 （１６年度）

神奈川県社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

神奈川県社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

神奈川県社会福祉協議会 ともしび基金　寄付 （１９年度）

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 ともしび基金　寄付 （２０年度）

社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 ともしび基金　寄付 （２１年度）

春風寮 グラウンド・ゴルフ用具一式・洗濯機 （１５年度）

和告寮 タッチパネル・液晶テレビ （１６年度）

養護老人ホーム『光珠荘』 グラウンド・ゴルフ用具一式･液晶テレビ･テレビ台 （１８年度）

デイサービスセンターわかくさ 全自動洗濯機、衣類乾燥機、デジタルカメラ、掃除機、血圧計、ラジカセ、簡易ベッド （２１年度）

デイサービスセンターゆうかり 全自動洗濯機、衣類乾燥機、掃除機、ハンドミキサー、電気ポット、ホットプレート （２１年度）

養護老人ホーム慈恵寮 大正琴セット、音声認識人形、公式輪投げセット、ベンチスワール （２１年度）

新潟県社会福祉協議会 車椅子 （１５年度）

黒条地区社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

社会福祉法人長岡市社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

長野県長寿社会開発センター 寄付 （１９年度）

宮城県グラウンド・ゴルフ協会 義援金 （２３年度）

富 山 財団法人富山県腎臓バンク 寄付 （１８年度）

社会福祉法人石川県社会福祉協議会 寄付 （１５年度）

加賀市社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

山 梨

新 潟

長 野

石 川

埼 玉

神 奈 川

群 馬



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

中越沖地震義援金 寄付 （１６年度）

珠洲市長寿社会室 寄付 （１６年度）

松任市社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

志賀町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

輪島市社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

津幡町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

門前町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

野々市町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

内灘町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

美川町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

富来町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

鶴来町社会福祉協議会 寄付 （１６年度）

珠洲市長寿社会室 寄付 （１７年度）

富来町社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

門前町社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

小松市 寄付（小松市社会福祉費） （１７年度）

社会福祉法人北國新聞厚生文化事業団、北國愛のほほえみ基金 寄付 （１７年度）

白山市社会福祉協議会及び共同募金歳末助け合い 寄付 （１７年度）

能登半島地震災害義援金 寄付 （１９年度）

中越沖地震義援金 寄付 （１９年度）

かほく市社会福祉協議会 寄付 （１９年度）

野々市町社会福祉協議会 寄付 （１９年度）

津幡町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

かほく市福祉協議会 寄付 （２０年度）

白山市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

加賀市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

中能登町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

羽咋市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

小松市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

川北町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

野々市町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

穴水町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

珠洲市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

福井新聞社 平成１６年度７月福井豪雨災害見舞金 （１６年度）

社会福祉法人福井県社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

石川県かほく市協会 寄付（能登半島地震災害義援金） （１９年度）

社会福祉法人福井県社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

社会福祉法人新世会ケアハウス秀水苑 グラウンド・ゴルフ用具・楽器 （１５年度）

静岡県共同募金会島田市支会 寄付 （１８年度）

社会福祉法人静岡県共同募金会 寄付 （１９年度）

社会福祉法人静岡県共同募金会 寄付 （１９年度）

社会福祉法人静岡県共同募金会島田市支部 寄付 （１９年度）

社会福祉法人静岡県共同募金会 寄付 （２２年度）

愛知県教育委員会 軽量ストレッチャー、音響装置 （１５年度）

愛知県障害者スポーツ指導者協議会 盲人用卓球台、障害急歩用具 （１５年度）

福 井

静 岡

愛 知

石 川



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

新城市立八名小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

新城市立八名中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

三好町立三好丘小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

岡崎市立常磐東小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

岡崎市立大門小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

幸田町立北部中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

西尾市立北部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

江南市スポーツ少年団 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

稲沢市教育委員会青少年部 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

扶桑町立柏森小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

一宮市立奥小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

東浦町立北部中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

名古屋市立金城小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

名古屋市立鳴海東部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

新城市立鳳来中部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

豊川市立国府小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

高浜市立吉浜小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

刈谷市立富士松中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

名古屋市立志段味西小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

名古屋市立高見小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

名古屋市立榎小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

阿久比町立立東部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

江南市立古知野西小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

稲沢市立下津小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

一宮市立赤見小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

一宮市立木曽川東小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

新城市立千郷小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

新城市立東陽小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

豊川市立牛久保小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

豊川市立一宮東部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

岡崎市立福岡小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

西尾市立中畑中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

幸田町立荻谷小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

三好町立南部小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

名古屋市立城北小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

名古屋市立広路小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

東浦町立卯ノ里小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

日進市教育支援センター グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

清須市立星の宮小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

瀬戸市立陶原小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

知多市立新田小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

半田市立板山小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

江南市立古知野小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

江南市立布袋北小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

愛 知



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

一宮市立向山小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

一宮市立千秋南小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

愛西市立佐屋小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

犬山市立栗栖小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

稲沢市立大塚小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

稲沢市立丸甲小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２０年度）

岡崎市立北野小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

岡崎市立美合小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

新城市立舟着小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

新城市立新城小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

豊川市立八南小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

豊橋市立牛川小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

豊田市立飯野小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

西尾市立米津小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

名古屋市立神沢中学校（緑区） グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

名古屋市立東志賀小学校（北区） グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

名古屋市立守山北中学校（守山区） グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

大府市立共和西小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

知多市立つつじが丘小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

半田市立さくら小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

豊明市立双峰小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

春日井市立高座小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

一宮市立木曽川西小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

一宮市立千秋小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

美和町教育委員会 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

稲沢市立六論小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

稲沢市立下津小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

江南市立古知野南小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

江南市立門弟山小学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

弥富市立弥富北中学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

三 重 四日市社会福祉協議会 グラウンド・ゴルフクラブセット５セット （１５年度）

岐 阜 岐阜県脊髄損傷者協会 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２２年度）

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 車椅子６台 （１５年度）

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 車椅子５台 （１６年度）

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 車椅子７台 （１８年度）

東日本大震災義援金 義援金 （２２年度）

京都府立丹波養護学校 グラウンド・ゴルフ用具 （１６年度）

京都府立与謝の海養護学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

舞鶴養護学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

京都西総合養護学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

福知山社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

丹後町社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

福祉法人久美の浜福祉会 寄付 （１７年度）

久御山町社会福祉協議会 寄付 （１７年度）

京 都

滋 賀

愛 知



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

京丹後市社会福祉協議会網野支所 寄付 （１８年度）

㈱久美の浜福祉会 寄付 （１９年度）

京都府立与謝の海養護学校 グラウンド・ゴルフ用具一式・ルールブック （２０年度）

大 阪 泉長会南大阪軽費老人ホーム 福祉介護用品 （１６年度）

のじぎく兵庫大会（第６１回国民体育大会） 寄付 （１８年度）

財団法人兵庫県体育協会 寄付 （２２年度）

奈良県社会福祉協議会 高齢者擬似体験装具 （１６年度）

奈良県大淀町養護学校 グラウンド・ゴルフ用具　１セット （１８年度）

奈良県奈良東養護学校 グラウンド・ゴルフ用具　１セット （１８年度）

奈良県立西和養護学校 ホールポスト8セット、ｸﾗﾌﾞ6色セット2組、袋 （１９年度）

奈良県立二階堂養護学校 ホールポスト8セット、ｸﾗﾌﾞ6色セット2組、袋 （１９年度）

養護学校　２校 グラウンド・ゴルフ用具 （２０年度）

奈良県ろう学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２１年度）

奈良県盲学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２１年度）

奈良県立西和養護学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２２年度）

奈良県立明日香養護学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２２年度）

奈良県立大淀養護学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２２年度）

奈良県立東大寺整技園 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２２年度）

奈良県立二階堂養護学校 グラウンド・ゴルフ用具(ホールポスト旗8台セット、ホールポストバック、クラブバック、クラブ６色セット） （２２年度）

社会福祉法人　和歌山県社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

和歌山県社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

和歌山県社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

社会福祉法人　和歌山県社会福祉協議会 寄付 （２１年度）

社会福祉法人　海南市社会福祉協議会 寄付 （２２年度）

鳥取県社会福祉協議会 軽自動車１台 （１５年度）

社会福祉法人　鳥取県社会福祉協議会 普通自動車１台 （１８年度）

島根県社会福祉協議会 車椅子３台 （１５年度）

新潟中越地震義援金 （１６年度）

県社会福祉協議会 自動車 （１９年度）

高田晴行基金・山陽新聞社会事業団 寄付 （１５年度）

新潟中越地震義援金 （１６年度）

山陽新聞社社会福祉事業団 寄付 （１７年度）

モンゴル国 植樹、植樹記念看板 （１９年度）

新潟県中越沖地震義援金 寄付 （１９年度）

岡山県立養護学校 グラウンド・ゴルフ用具 （１９年度）

岡山県立倉敷中央高校 グラウンド・ゴルフ用具 （１９年度）

年末助け合い義援金 寄付 （１９年度）

養護学校　７校 用具、子どもパンフレット （２０年度）

ハワイ遠征大会　他 国際交流事業 （２０年度）

社会福祉事業団 寄付 （２０年度）

県立瀬戸高等支援学校 グラウンド・ゴルフ用具 （２１年度）

広島県原爆養護ホーム神田山やすらぎ園 移動用電動リフト２台 （１６年度）

公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設 電動式座高調節車椅子２台 （１７年度）

県立身体障害者リハビリテーションセンター グラウンド・ゴルフ用具 （１７年度）

島 根

岡 山

広 島

和 歌 山

鳥 取

京 都

兵 庫

奈 良



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

養護老人ホーム（福山光寿園） 医療、リハビリ用トレーニングマシーン、トレーニングバイク （１７年度）

特別養護老人ホーム　11箇所（広島県北部） 車椅子　11台（各ホーム１台） （２０年度）

身体障害者スポーツ協議会・老人福祉施設協議会 グラウンド・ゴルフ大会参加賞（３色ボールペン200本） （１６年度）

山口県障害者交流ＧＧ大会・山口県老人ホームＧＧ大会 グラウンド・ゴルフ大会参加賞（電動歯ブラシ160個） （１６年度）

豊北町社会福祉協議会・山口県華の浦学園・鼓が浦整肢学園こばと園 小児用車椅子５台 （１６年度）

小野田市須恵小学校・宇部市常盤中学校 グラウンド・ゴルフ用具 （１６年度）

特別養護老人ホーム「白松苑」 車椅子2台 （２１年度）

山口市激震災害により読売新聞を通じて寄贈（平成22年7月） 見舞金として （２１年度）

山口県社会福祉協議会「障害者GG交流大会」 大会参加賞品代・子供用パンフレット（150部） （２１年度）

国体開催につき体育協会に協力（平成23年度各地で開催） 国体用傘 （２１年度）

財団法人かがわ福祉機構 寄付 （１９年度）

財団法人かがわ健康福祉機構 寄付 （２０年度）

日本赤十字社 義援金 （２３年度）

徳 島 木沢村・上那賀町 台風１０号被害義援金 （１６年度）

愛媛県盲老人ホーム権現荘 車椅子２台 （１６年度）

特別養護老人ホームガリラヤ荘 プロジェクター１台 （１６年度）

新居浜市社会福祉協議会 台風２１、２２号被害義援金 （１７年度）

西条市社会福祉協議会 台風２１、２２号被害義援金 （１７年度）

特別養護老人ホーム「自在園」 車椅子３台、歩行器３台 （１８年度）

新居浜市社会福祉協議会 寄付 （１９年度）

松前町社会福祉協議会 寄付 （１９年度）

宇和島市社会福祉協議会 寄付 （１９年度）

四国中央市社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

伊予郡砥部町社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

今治市障害者文化体育施設サン・アビリティーズ グラウンド・ゴルフ用具一式 （２２年度）

社会福祉法人高春福祉会あじさい会館 車椅子４台 （１５年度）

野市町社会福祉協議会 車椅子４台 （１６年度）

宿毛市社会福祉協議会 車椅子１台 （１７年度）

四万十市社会福祉協議会 車椅子１台 （１７年度）

大方町社会福祉協議会 車椅子１台 （１７年度）

大正町社会福祉協議会 車椅子１台 （１７年度）

大川村社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

田野町社会福祉協議会 液晶テレビ一台 （１９年度）

三原村社会福祉協議会 車椅子４台 （２０年度）

香美市社会福祉協議会 車椅子５台 （２１年度）

高知市福寿園（養護老人ホーム） 寄付 （２１年度）

土佐清水市社会福祉協議会 折りたたみ椅子屋外利用可　30脚 （２２年度）

社団福祉法人むろと・はまゆう園 ３２型液晶テレビ３台 （２３年度）

(財)福岡県身体障害者福祉協会 高速展示印刷機、拡大読書機、グラウンド・ゴルフ用品、ターボジャブ （１９年度）

宗像市社会福祉協議会 DVDプレーヤー、DVD一式、スクリーン （２１年度）

前原市社会福祉協議会 車椅子７台 （２１年度）

久留米市社会福祉協議会 車椅子１３台 （２１年度）

社会福祉法人福陽会　知的障害者通所施設　小浦の里 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１６年度）

社会福祉法人清心会　介護老人福祉施設喜楽苑 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

高 知

福 岡

長 崎

山 口

香 川

愛 媛

広 島



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

医療法人清潮会　三和中央病院 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

波佐見町社会福祉協議会 落球防止ネット付き卓球台、玉打ちバンパー （１７年度）

小規模作業所　虹の架け橋つるっ子作業所 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団長崎市障害福祉センター（もりまちハートセンター） グラウンド・ゴルフ用具一式 （１７年度）

社会福祉法人さゆり会 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１９年度）

社会福祉法人　野田福祉会弥生の里 車椅子１台 （１９年度）

社会福祉法人　宝寿会加津佐荘 車椅子１台 （１９年度）

特別養護老人ホーム　緑ケ丘荘 車椅子１台 （１９年度）

ウェルカム 風船バレーボール用品 （２０年度）

社会福祉法人長崎県障害者福祉事業団つくも苑 風船バレーボール用品 （２０年度）

社会福祉法人蓮華園桜ヶ丘学園 風船バレーボール用品 （２０年度）

社会福祉法人風車会鐘の鳴る丘 風船バレーボール用品 （２０年度）

非営利活動法人ピアさせぼ 風船バレーボール用品 （２０年度）

社会福祉法人むすび会サン・アビリティーズ佐世保 風船バレーボール用品 （２０年度）

長崎市社会福祉法人平成会 マッサージチェア２台　エアーマッサージャー２台 （２１年度）

長崎県立川棚特別支援学校 グラウンド・ゴルフ用具 （２２年度）

長崎県立島原特別支援学校 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２３年度）

社会福祉法人しらぬい福祉会障害者支援施設しらぬい学園 フライングディスク競技用具一式 （２３年度）

特別養護老人ホームリバーサイド桃花園 車椅子２台 （１５年度）

養護老人ホーム・緑の園 ビジネスＰＣ一式 （１５年度）

社会福祉法人すぎのこ村 救急往診セット （１６年度）

特別養護老人ホーム　高齢者ケアセンター茶寿苑 放送、映像設備一式 （１６年度）

養護老人ホーム・豊寿苑 車椅子２台 （１７年度）

竹田市社会福祉協議会　デイサービスセンター ナースインデックス、エマジン小型吸引機、救急用人口蘇生器エイドバッグ （１７年度）

中津市社会福祉協議会　中津市身体障害者連絡協議会 グラウンド・ゴルフ用具一式 （１８年度）

介護老人保健施設サンテラスながとみ 室内用具、ポケットネット用具、安心バスチェア、バランスマット、手首固定バンド （１９年度）

大分県津久見市役所 ＦＫマットレス10枚 （１９年度）

杵築市社会福祉協議会デイサービスセンター 入浴シャワー用車椅子、浴槽内椅子、折りたたみ式電動ランナー、ステップウェル２、予防衣 （１９年度）

佐伯市養護老人ホーム「敬愛園」 プラズマテレビ42型1台 （１９年度）

社会福祉法人「すぎのか村いきいきランド」 パソコン1台、清掃用クリーナー1台 （１９年度）

宇佐市介護老人福祉施設「宇水園」 自走式車椅子2台、テイトル式車椅子1台 （１９年度）

豊後大野市社会福祉協議会 スマイル射的、ゲームレール、羽根っこゲーム、グラウンド・ゴルフ用具他 （１９年度）

佐伯市介護老人保健施設 液晶テレビ　42型　１式 （２１年度）

竹田市社会福祉協議会 空圧マッサージ機　2セット （２１年度）

特別養護老人ホームわにつか荘 炊飯器３台、掃除機５台 （１５年度）

宮崎県社会福祉協議会 寄付 （１８年度）

宮崎県社会福祉協議会 寄付 （２０年度）

吹上町社会福祉協議会・串良町社会福祉協議会 軽自動車２台 （１５年度）

鹿児島市社会福祉協議会・薩摩川内市社会福祉協議会・出水市社会福祉協議会 軽自動車３台 （１６年度）

屋久島町社会福祉協議会 軽四自動車　１台 （２０年度）

曽於市社会福祉協議会 軽四自動車　１台 （２０年度）

市比野グリーンランドふれあい館 寄付、感謝状 （２０年度）

とうごう苑小規模多機能ホームさくら荘 車椅子　１台 （２０年度）

東郷町介護老人保健施設グレースホーム 車椅子　１台 （２０年度）

大 分

宮 崎

鹿 児 島

長 崎



助成先 内容
県名

ホールインワン基金交付金事業
実施年度

東郷町小規模多機能ホームアリスの国 車椅子　１台 （２０年度）

霧島市社会福祉協議会 車椅子　３台 （２０年度）

加治木町社会福祉協議会 車椅子　３台 （２０年度）

錦江町社会福祉協議会 車椅子　３台 （２０年度）

南九州市社会福祉協議会 車椅子　３台 （２０年度）

伊佐市社会福祉協議会 車椅子　３台 （２０年度）

横山典礼株式会社 車椅子　１台 （２０年度）

肝付町社会福祉協議会 車椅子　２台 （２０年度）

鹿屋市役所 車椅子　５台 （２０年度）

薩摩川内市社会福祉協議会 軽自動車　１台 （２１年度）

志布志市社会福祉協議会 軽自動車　１台 （２１年度）

霧島市社会福祉協議会 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２１年度）

湧水町社会福祉協議会 マッサージチェアー （２１年度）

霧島市社会福祉協議会 レクリエーション用具 （２１年度）

日置市社会福祉協議会 車椅子　２台、T字杖　５本 （２１年度）

知名町社会福祉協議会 車椅子　１台、固定型歩行器キャスター付、アルミ製歩行器固定型 （２１年度）

南九州市社会福祉協議会 車椅子　５台 （２１年度）

特別養護老人ホーム横川緑風園 車椅子　３台 （２１年度）

さつま町社会福祉協議会 車椅子　３台 （２１年度）

出水市社会福祉協議会 車椅子　３台 （２１年度）

阿久根市社会福祉協議会 軽自動車　１台 （２２年度）

南九州市社会福祉協議会 軽自動車　１台 （２２年度）

鹿児島市社会福祉協議会喜入支所 ローカウンター　２台、スタッキングチェア　２台 （２２年度）

指宿市社会福祉協議会山川老人福祉センター 液晶テレビ　１台 （２２年度）

指宿市社会福祉協議会開聞支所 グラウンド・ゴルフ用具一式 （２２年度）

南さつま市社会福祉協議会金峰支所 介護用電動ベッド一式 （２２年度）

日置市社会福祉協議会伊集院支所 車椅子　３台 （２２年度）

出水市社会福祉協議会野田支所 車椅子　３台 （２２年度）

霧島市社会福祉協議会牧園支所 マッサージチェアー　１台 （２２年度）

鹿屋市社会福祉協議会吾平支所 携帯用拡声器　１台 （２２年度）

東串良町社会福祉協議会 車椅子　５台 （２２年度）

特別養護老人ホームわかさ園 車椅子　１台 （２２年度）

特別養護老人ホーム百合砂苑 車椅子　１台 （２２年度）

特別養護老人ホームわらび苑 車椅子　１台 （２２年度）

出水市社会福祉協議会 車椅子　３台 （２１年度）

社会福祉法人　沖縄県身体障害者福祉協会 寄付 （２１年度）

社会福祉法人　南島会 寄付 （２１年度）

宜野湾市社会福祉協議会 寄付 （２１年度）

石垣市社会福祉協議会 寄付 （２１年度）

沖 縄

鹿 児 島


